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ENGINE WEB 

About ENGINE WEB01

2000年8月に創刊されたラグジュアリー・ライフスタイル誌『ENGINE』。

クルマを軸としながら、時計、ファッション、ハウス・プロダクトやグルメ、さらには映画や音楽まで、大人の好

奇心を刺激する情報を網羅しています。 2019年3月にスタートした『ENGINE WEB』は、本誌と連動しながら「大

人の遊び方」をテーマに独自コンテンツを発信します。

また、国際ニュースメディア「AFPBB News」とも提携し、エグゼクティヴ、ビジネスパーソンに向けに、時計、

クルマなどの記事を配信しています。

連
動

提
携

月間PV数：約110,000 月間UU数：約 50,000

アクセスデータ ※2019年10月現在



CAR
エンジン×電気の新たな時代に、

独自の視点から注目のクルマをピックアップ。

WATCH
直径数センチにこめられた情熱と技術。

腕時計の魅力を紹介する。

FASHION
モードのみならず、バッグやアイウェアなど

｢今ほしい逸品」をセレクト。

CULTURE
音楽、映画、アート、書籍、

ENGINE WEBが選ぶカルチャーガイド。

PLAYING
旅、食、酒、インテリア、ガレージなどを

｢大人の遊び」として提案する。

CULTURE

CAR

WATCH

PLAYING

FASHION

ENGINE WEB コンテンツ一覧

ENGINE WEB コンテンツ一覧02



輸入自動車や時計をはじめ、家・インテリア・健康などライフスタイルにも
こだわりをもつ。

高収入で、アクティブな30代～50代のエグゼクティブ層です。

オーディエンスイメージ

オーディエンスイメージ/ユーザー属性03

男性

9 6 ％

4

ユーザー属性

年齢構成比

2%

12%

33%

29%

19%

5%

65歳以上

55-64歳

45-54歳

35-44歳

25-34歳

18-24歳

男女比

男性 85%

女性 15%

※Google Analyticsによりデータ抽出

SP 71%

PC 21%

TB 8%

デバイス

ex. ｢ENGINE輸入車大体験会」参加者プロフィール

エンジン読者約80名をご招待し、2019年2月、大磯で開催された
「ENGINE輸入車大体験会」 参加者プロフィールの一例です。

I・T様（32歳・東京都大田区・ビジネスコンサルタント） 愛車：BMW 
M2、ゴルフGTI

U・M様（42歳・兵庫県西宮市・医師） 愛車：メルセデスベンツ、ポル
シェ911

N・K様（48歳・東京都文京区・会社役員） 愛車：アルファロメオ、マツ
ダRX‒8

O・K様（53歳・東京都新宿区・会社経営）
愛車：フェラーリ、ベントレーコンチネンタル、ジャガーFタイプ

H・Y様（56歳・京都府京都市・自営業） 愛車：アストンマーティン、ポ
ルシェ911



AD MENU
広告メニュー



TIE‒UP MENU タイアップ広告

PREMIUM BANNER 純広告

OPTION オプションメニュー

メニュー名 実施費用 期間 備考

MOVIE 動画制作 ￥1,000,000（グロス）～ ‒ ※内容により料金が大きく異なります

記事のアーカイブ ￥500,000（ネット） 1年間 ※誘導枠なし・ENGINE WEBサイト内にアーカイブ

外部サイトへの記事転載 ￥200,000（ネット） 1ヶ月
※利用先対象はオウンドメディアへの格納。その他は都度ご相談。

※キャスティングによって不可の可能性があります。

ブランドロゴの使用 ￥300,000（ネット） 1ヶ月
※記事制作・動画制作タイアップを実施した場合のみ適用。

※場合により不可の可能性があります。

メニュー名 掲載期間 想定 imp 実施費用 入稿期限 サイズ

プレミアムバナー 2週間 150,000 ￥300,000 10営業日前
①トップバナー（PC）W728 x H90（SP）W320 x H100

②レクタングルバナー W300 x H250

メニュー名 誘導期間 想定 PV/月※ 実施費用 デザイン SNS投稿※

① スタンダードタイアップ 1ヶ月 5,000
掲 載 料 ￥700,000  

制作費 ￥500,000(net)
CMS

② プレミアムタイアップ 1ヶ月 7,500
掲 載 料 ￥700,000  

制作費 ￥800,000(net)
HTML

③ 本誌転載タイアップ 1ヶ月 5,000 掲載料＋制作費 ￥700,000 CMS

④ ニュースペイド ‒ ‒ 掲載料＋制作費 ￥300,000 CMS

⑤ ENGINE WEB ＋ AFPBB News

連動タイアップ
1ヶ月 15,000

掲 載 料 ￥1,500,000  

制作費 ￥500,000(net)
CMS

広告メニュー 一覧

広告メニュー 一覧04



タイアップ広告 誘導枠

タイアップ広告 誘導枠05

① トップページ（ピックアップ） ※約1週間

② トップページ（スペシャル） ※掲載期間保証中

③ サイト中面（スペシャル） ※掲載期間保証中

※複数社様同載の場合の順番は掲載順となります。

※編集部判断により、別途誘導枠を設ける場合があります。

SP掲載イメージ

トップページ 中面

PC掲載イメージ

トップページ 中面

① ①

②
③

② ③



タイアップ広告

誘導枠

① ② ③

+

① スタンダードタイアップ

ENGINE WEB 編集部による取材、撮影。 定型フォーマット（CMS)

制作スケジュール

※投稿記事は、ENGINE公式Facebook／Twitterへ各1回投稿。

※掲載開始は平日任意（午前10時開始）。

※原稿校正確認は原則２回です。

※記事はアーカイブ化される場合があります。

※「PROMOTION」表記が入ります。

※外部誘導を行う場合があります。

※一般的なスケジュールです。案件の内容によって変動しますので都度営業担当とご相談下さい。

※ご要望内容によって金額の変動が生じる可能性がございますので、ご発注前に、必ずオリエン実施をお願いいたします。

メニュー名 スタンダードタイアップ

掲載期間 1か月

掲載タイプ 誘導期間保証

想定ＰＶ数 5,000

申込締切 掲載開始の60日前を目安

誘導枠 ① トップページ（ピックアップ） ※約1週間

② トップページ（スペシャル） ※掲載期間保証中

③ サイト中面（スペシャル） ※掲載期間保証中

掲載料 ￥700,000 ／ 制作費 ￥500,000（Net)

スタンダードタイアップ06

記事（イメージ）

お申し込み
オリエン実施

（45営業日前）
素材入稿 構成案提出 初校 再校 掲載開始



ENGINE WEB 編集部による取材、撮影。 オリジナルデザイン（HTML）

オリジナルデザイン記事（イメージ）② プレミアムタイアップ

プレミアムタイアップ07

タイアップ広告

誘導枠

① ② ③

+

制作スケジュール

お申し込み
オリエン実施

（45営業日前）
素材入稿 構成案提出 初校 再校 掲載開始

※投稿記事は、ENGINE公式Facebook／Twitterへ各1回投稿。

※掲載開始は平日任意（午前10時開始）。

※原稿校正確認は原則２回です。

※記事はアーカイブ化される場合があります。

※「PROMOTION」表記が入ります。

※外部誘導を行う場合があります。

メニュー名 プレミアムタイアップ

掲載期間 1か月

掲載タイプ 誘導期間保証

想定ＰＶ数 7,500

申込締切 掲載開始の60日前を目安

誘導枠 ① トップページ（ピックアップ） ※約1週間

② トップページ（スペシャル） ※掲載期間保証中

③ サイト中面（スペシャル） ※掲載期間保証中

掲載料 ￥700,000 ／ 制作費 ￥800,000（Net)

※一般的なスケジュールです。案件の内容によって変動しますので都度営業担当とご相談下さい。

※ご要望内容によって金額の変動が生じる可能性がございますので、ご発注前に、必ずオリエン実施をお願いいたします。



タイアップ広告

誘導枠

① ② ③

+

本誌タイアップ広告の素材を利用し、コンテンツを制作（CMS）

※上記金額は本誌での広告掲載料・制作費は含まれません。

※場合によってモデル・カメラマンなど２次利用料が別途発生する場合があります。

※本誌撮影時に別途WEB用に撮影する場合、200,000円～（ネット）。

※原稿校正確認は1回です。

※投稿記事は、ENGINE公式Facebook／Twitterへ各1回投稿。

※掲載開始は平日任意（午前10時開始）。

※記事はアーカイブ化される場合があります。

※「PROMOTION」表記が入ります。

※外部誘導を行う場合があります。

転載記事（イメージ）

本誌記事
③ 本誌転載タイアップ

本誌転載タイアップ08

制作スケジュール

本誌誌面データ校了 初校提出 掲載開始

メニュー名 本誌転載タイアップ

掲載期間 1か月

掲載タイプ 誘導期間保証

想定ＰＶ数 5,000

申込締切 掲載開始の60日前を目安

誘導枠 ① トップページ（ピックアップ） ※約1週間

② トップページ（スペシャル） ※掲載期間保証中

③ サイト中面（スペシャル） ※掲載期間保証中

掲載料 ￥700,000

※一般的なスケジュールです。案件の内容によって変動しますので都度営業担当とご相談下さい。

※ご要望内容によって金額の変動が生じる可能性がございますので、ご発注前に、必ずオリエン実施をお願いいたします。



④ ニュースペイド

※オリエンは実施しません。

※原稿校正確認は1回です。

※記事はアーカイブ化される場合があります。

※「PROMOTION」表記が入ります。

メニュー名 ニュースペイド

掲載期間 約1週間

掲載タイプ 掲載保証のみ、レポート提出なし

申込締切 掲載開始の15日前を目安

誘導枠 特になし。PC／SPカテゴリーページ内に掲載

掲載料 ￥300,000 （制作費込)

ニュースペイド09

※タイアップ広告

誘導枠なし

記事（イメージ）

プレスリリース

制作スケジュール

お申し込み
素材提供

（15営業日前）
初校提出 掲載開始

ご提供いただく画像、プレスリリースをもとにPR記事（1ページ・CMS)を対象
カテゴリー内に掲載。

※一般的なスケジュールです。案件の内容によって変動しますので都度営業担当とご相談下さい。

※ご要望内容によって金額の変動が生じる可能性がございますので、ご発注前に、必ずオリエン実施をお願いいたします。



⑤ ENGINE WEB＋AFPBB News 連動プラン

｢ENGINE」の世界観を活かしたタイアップに、エグゼクティ層を多く含有する

国際ニュースメディア「AFPBB News」からも誘導（CMS）。

※誘導枠④は、枠の固定、表示タイミングのコントロールはできません。

※掲載開始は平日任意（午前10時開始）。

※原稿校正確認は原則2回です。

※記事はアーカイブ化される場合があります。

※「PROMOTION」表記が入ります。

※外部誘導を行う可能性があります。

メニュー名 ENGINE WEB＋AFPBB News 連動プラン

掲載期間 1か月

掲載タイプ 誘導期間保証

想定ＰＶ数 15,000

申込締切 掲載開始の60日前を目安

誘導枠（ENGINE
WEB）

① トップページ（ピックアップ） ※約1週間

② トップページ（スペシャル） ※掲載期間保証中

③ サイト中面（スペシャル） ※掲載期間保証中

誘導枠（AFPBB
News）

④ 中面記事下のレコメンドウィジェット

⑤ 中面記事・カテゴリー フィード内 Special PR枠

掲載料 ￥1,500,000 ／ 制作費 ￥500,000（Net)

ENGINE WEB＋AFPBB News 連動プラン10

④

⑤

+
タイアップ広告

誘導枠

① ② ③

制作スケジュール

お申し込み
オリエン実施

（45営業日前）
素材入稿 構成案提出 初校 再校 掲載開始

連動

※一般的なスケジュールです。案件の内容によって変動しますので都度営業担当とご相談下さい。

※ご要望内容によって金額の変動が生じる可能性がございますので、ご発注前に、必ずオリエン実施をお願いいたします。



プレミアムバナー

プレミアムバナー11

サイト全域で訴求します。

① トップバナー PC: W728×H90 SP: W320×H100

② レクタングルバナー W300×H250

※動画の場合は都度お見積りとなります。

※リンク先URLはPC/SPともに同一のものでお願いします。

メニュー名 プレミアムバナー

掲載期間 ２週間

掲載タイプ 掲載期間保証／ローテーション

想定imp数 150,000（PCとSPの合計）

申込締切 掲載開始の30日前を目安

入稿締切 10営業日前、16時

掲 載 料 ￥300,000

PC掲載イメージ

トップページ

中面

SP掲載イメージ

トップページ 中面

①

①

① ①

②

②



オプションメニュー12

外部誘導メニュー

ENGINE WEBの既存ユーザーに加えて、潜在層へのリーチを目的としたタイアップ記事の外部誘導メニューをご用意しています。

メニュー 想定誘導数 金額 想定CPC 想定期間

Facebook/Instagram
予算30万円の場合

2,000~6,000
\300,000~ \50 ~ \150 2週間～4週間

※価格はすべてネット金額となります。
※誘導数は保証ではありません。
※都度、お見積りとなりますので、弊社担当者まで都度、ご相談ください。

メニュー 想定誘導数 金額 想定CPC 想定期間

Outbrain 6,000～8,000 ¥500,000 \55 ~ \80 4週間



オプションメニュー13

記事のアーカイブ

料金 ￥500,000（ネット）

期間 1年間（誘導枠なし・ENGINE WEBサイト内にアーカイブ）

外部サイトへの記事転載

料金 ￥200,000（ネット） 期間 １か月

ブランドロゴの使用

料金 ￥300,000（ネット） 期間 １か月

MOVIE 動画制作

ショップ紹介、イベントレポート、撮影や取材のビハインドシーンからオリジナルストーリーまでニーズに合わせた表現が可能です。

ご要望や内容に応じ、30秒～3分（目安）のムービーをカスタム制作します。内容により料金が大きく異なりますので、事前にご相談ください。

実施料金 ￥1,000,000（グロス）～

※動画の制作は、ENGINE WEBでのタイアップ広告とあわせてご発注ください。

※制作した動画は、 ENGINE WEBのタイアップ広告内に掲載します。

※動画の二次利用、買取については事前にご相談ください。

※利用先対象はオウンドメディアへの格納。その他は都度ご相談。

※キャスティングによって不可の可能性があります。

※記事制作・動画制作タイアップを実施した場合のみ適用。

※弊社からお渡しする最新のロゴを使用し、使用規程を順守の上、ご使
用いただきます。

※場合により不可の可能性があります。



ABOUT PUBLICATION
広告掲載について



・記載料金に消費税は含まれません。

・本媒体資料の記載事項は2019年10月現在のものです。予告なく仕様・料金等が変更になる場合がございますので事前にお問い合わせください。

・競合調整は原則行っておりません。

・掲載ご希望の場合は、事前に空き枠状況および掲載可否のお問い合わせください。

・原稿内容は事前に弊社で確認させていただきます。なお、広告内容・表現が本サイトに不適当だと思われる場合は掲載をお断りする場合がございます。

・保証と明記されていない限り記載のimpおよびPVは想定値であり、保証するものではありません。

・利用者や広告主のサービス向上を目的とした調査などを、広告メニューとして活用する場合があります。

・システムメンテナンス等で一時サービスを停止する場合があります。

・正式お申し込み後のキャンセルはできません。万一、キャンセルの場合、掲載料金の全額を請求させていただきます。

ご注意事項

ご注意事項・検証環境14



広告掲載に伴う免責事項・広告掲載基準15

広告掲載に伴う免責事項

・万一のシステムトラブルによる広告未掲載の場合は、掲載スタート予定時間の8時間（当日18時まで）は補償対象となりません。

それ以降に関しては 、未掲載分を補填掲載することにより、 補償させていただきます。

・停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラ その他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンス の発生など新潮社の責に帰す

べき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、新潮社はその責を問われな いものとし、当該履行については、当該原因の影響とみ

なされる範囲まで義務を免除されるものとします。

・広告掲載につきましては、総掲載予定時間の3％以内もしくは6時間のどちらか少ない方の時間内でのサイトの掲載不具合は、賠償および補填措置の対象外 とします。なお、左述の通

り、掲載確認時間内は掲載不具合とみなしません。

・広告の配信中において、当該広告からのリンク自体が無効であったりリンク先のサイトに不具合が発生した場合、新潮社は当該広告の配信を停止すること ができるものとし、この場

合、新潮社は広告不掲載の責を負わないものとします。

広告掲載基準

• 広告掲載の可否基準の権利は新潮社が保持します。

• 広告掲載の可否については、ご出稿にあたって都度審査を行わせていただきます。

• ENGINE WEB に申し込まれた広告について、すべての責任は広告主が負うものとします。

掲載できない広告内容

・国際条約・国内法規に違反もしくはその恐れのあるもの、または違反を助長もしくはその恐れのあるもの。

・暴力、残虐の肯定・賛美、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもの。

・投機、射幸心をあおる内容・表現のもの。

・広告表示内容と商材、実態が著しく異なるもの。

・他企業、特定人物を中傷したり、名誉毀損やプライバシーを侵害するもの。

・弊社をいわれなく中傷するもの及び弊社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたと判断されるもの。

・虚偽または不正解な表示により、他よりも優良・有利であると誤解させる表示。

・実際に販売する意志がないもの。

※ その他、内容・表現から考えて弊社が特に不適当と判断したもの。



ew‒ad@shinchosha.co.jp

株式会社 新潮社 広告部

〒162－8711 東京都新宿区矢来町71

TEL. 03‒3266‒5211

広告出稿に関するお問い合わせ
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